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お 知 ら せ

日　時　９月18日（土）午前10 時～午後２時

会　場　茨城県三の丸庁舎広場（旧県庁）

　　　　水戸市三の丸１－５－３８

内　容　１　犬猫の無料健康相談

　　　　２　愛犬のしつけ方教室

　　　　３　愛犬の飼育相談

　　　　４　動物とのふれあい

　　　　５　ディスクドックショーほか

問茨城県動物指導センター　☎ 0296-72-1200

メイン会場 サテライト会場
期日 9/15 ～ 9/20

時間
9：00～ 16：30
最終日は
　　16：00まで

10：00～ 22：00
最終日は
　20：00まで

場所
県総合福祉会館 イオンモール

　　　水戸内原

内容

高齢者を対象と
した事業の紹介・
20 日はコミュニ
ティホールにて書
人川又南岳氏によ
る記念講演及びパ
フォーマンスほか

ぼく☆わたしの
おじいちゃん☆
おばあちゃんの
絵コンクール入
賞作品展

参加費 無料
問　社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会
わくわく事業推進部（茨城わくわくセンター） 

　☎ 029-243-8989　 FAX 029-244-4652

いきいきシニア
元気アップまつり

　今年も茨城県統計協会編集の、茨城県民手

帳が発行されます。県民必携の便利な手帳で

すのでご活用ください。

◆種類

デスク版（14.9㎝×21.0cm）  ９００円

標準版　（8.2cm×13.9cm）  ４００円（鉛筆付）

ポケット版（7.0cm×12.0cm）３００円（鉛筆付）

　

　書店（取扱い店に限りがあります）でもお買

い求めになれますが、下記の場所でも申し込み

を受け付けておりますのでご利用ください。

・行方市役所麻生庁舎　企画課　

　TEL　0299-72-0811　FAX　0299-72-3226

・茨城県企画部統計課内　茨城県統計協会

　TEL　029-301-2637　FAX　029-301-2669

・統計協会ホームページから　

　URL：http://www.ibatokei.jp/

※上記での申し込み期限は平成２２年９月３０日

（木）です。また、上記で購入した場合は送料

及び振込み手数料等がかかる場合がございま

すので、ご確認ください。

問 企画課（麻生庁舎）　☎ 0299-72-0811 

魅惑の氷上エンターテイメント

プリンスアイスワールド 2010in 笠松

　国内外のトップスケーターたちが、音と光

に彩られたスケートリンクで世界水準の華麗

な滑りを披露する銀盤のエンターテイメント

ショー！

期　日　12月４日（土）及び５日（日）

　　　　（1日２公演、計４公演）

時　間　両日とも

　　　　第1回目　11：30～13：30

　　　　第2回目　15：30～17：30

会　場　笠松運動公園屋内水泳プール兼アイ

　　　　ススケート場

公演団体　株式会社プリンスホテル

　　　　八木沼純子withプリンスアイスワールド

　　　　チーム、荒川静香・本田武史・フィオ

　　　　ナ・ザルドゥア（英）&ドミトリー・ス

　　　　ハノフ（露）

チケット　10月2日より下記にて販売

笠松運動公園管理事務所　℡　029-202-0808

水戸京成百貨店プレイガイド　℡ 029-231-1111（代）

ローソンチケット　℡0570-084-003（自動応答）

※ローソン全店舗のチケット端末 Loppiで購入

できます。【Ｌコード38191】

チケットぴあ　℡　0570-02-9999

※全国のチケットぴあとサークル K・サンクスで

購入できます。【Ｐコード617-675】

料　金　アリーナ席9,000円

　　　　S席：6,000円　A席：5,000円

問・申 笠松運動公園管理事務所
☎ 029-202-0808　 FAX 029－202－6661
E-mail kasamatsu-sports@ibaraki.email.ne.jp

　私たちのかけがえのな

い財産、霞ヶ浦について

考えてみませんか！日頃な

にげなく私たちが洗濯や

風呂で使った水は、河川

をとおり霞ヶ浦に流れ込

みます。そして、その水は霞ヶ浦から採水され、

浄化施設で処理された後、再び私たちの元に

戻ってきます。

　霞ヶ浦の水を汚している原因のうち、家庭か

らの排水は約３割を占めています。汚れのひど

い食器はそのまま洗わずに、一度、紙などで拭

いてから洗う、他にもアクリルタワシを使用して

洗剤の使用量をできるだけ減らすなど、霞ヶ浦

の水を汚さないために各家庭で出来るちょっと

した取り組みを行ってみませんか。

問 茨城県霞ヶ浦環境科学センター☎ 029-828-0961

ご存知ですか！
9月 1日は「霞ヶ浦の日」です

　この期間は、広く県民の間に動物の愛護と

動物の正しい飼い方についての関心と理解を深

めていくことを目的としています。

○動物を飼うときは、習性をよく理解し、終生

　責任を持って飼いましょう。

○人と動物との調和のとれた豊かな環境づくり

　に心がけましょう。

○動物をいたわり、命を大切にしましょう。

○「不幸な命」を産まない、産ませないために、

　不妊・去勢手術を受けましょう。

○飼い主は、鑑札、迷子札をつけるなど所有者

　明示をし、逸走防止に努めましょう。

○動物をみだりに虐待し、または遺棄した者は

　罰金（50万円以下）に処せられます。

９月１日～３０日までは
動物愛護月間です

動物愛護フェスティバル 2010

　社団法人　日本オストミー協会茨城支部で

は、オストメイト社会適応訓練事業の一環とし

て、オストミー講習会を開催します。

内　　容　講師　取手協同病院　

　　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師　

　　　　　竹之内美樹先生

　　　　　（個別相談、講師面談、新人ピアカ

　　　　　ウンセリング、ストーマ用装具、展

　　　　　示説明）

期　　日　１０月３日（日）

時　　間　午前１０時～午後３時

場　　所　水戸市福祉ボランティア会館

　　　　　（水戸市赤塚1-1　ミオス２階）

料　　金　1,000円（昼食代等）

申込締切　９月30日（木）

※駐車場は、会館内水戸市営駐車場をご利用

　ください。　

問　（社）日本オストミー協会　茨城県支部
　　水戸市見川町2563-594 

　　☎ 029－241－8290　

人工肛門・人工膀胱保持者の
ための講習会

　行方市、鉾田市に在住している

方を対象に、精神に障害がある方

についての理解を探るための講習

や現場体験を行い、ボランティア

を養成する講座です。

期　　日　11月２日（火）11月10日（水）

　　　　　11月18日（木）12月16日（木）

時　　間　午前10 時～12時

　　　　　※11月2日のみ、9：45からとな

　　　　　ります

対　　　　　　象　　　　　　者　行方市、鉾田市に在住している方

人　　数　６名程度（応募者多数の場合は、　

　　　　　抽選になります。）

場　　所　鉾田市鉾田保健センター

料　　金　１，０００円（資料代等）

申込締切　１０月15日（金）

※申込方法、講座の内容は、直接お問合せく

ださい　

問・申 社会福祉法人　誠仁会
　　　地域活動支援センター　メイプル

　　　☎ 0291-36-5684

精神保健福祉ボランティア
養成講座

平成 23 年度版
茨城県民手帳の発行について

　弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公

認会計士、社会保険労務士、土地家屋調査士、

不動産鑑定士が無料相談に応じます。

　法律や行政、税務、会計、労働・社会保険、

不動産についてのご相談のある方はお気軽にご

来場ください。（当日受付順・事前予約不可）

日　　時　９月１２日（日）

　　　　　午前９時３０分～午後３時

　　　　　（受付　午後２時30分終了）

場　　所　水戸市民会館103号会議室

　　　　　水戸市中央１丁目４番１号

　　　　　☎ 029-224-7521

問 日本公認会計士協会東京会茨城県会事務局
　　水戸市柵町1-5-13アスクビル２階

　　☎ 029-233-3212

専門家によるこまりごと
無料相談会

　大学院・大学・短大・専修学校等（高校は除

く）の平成 23年 3月卒業予定者及び未就職既

卒者を対象に「大好きいばらき就職面接会（後

期）」を開催します。県内企業約140社の企業

説明や面接を受けることができますので、ふるっ

てご参加ください。事前申し込み不要。履歴書

を複数お持ちください。詳しくは問い合わせ先

まで。

問 茨城県労働政策課　☎ 029-301-3645

学生の皆さんへ
就職面接会を開催します！

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基

づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を

営む中小企業の振興を目的として設立された退

職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、労働者の働

いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手

帳に貼り、その労働者が建設業界で働くこと

をやめたときに建退共から退職金を支払うとい

う、いわば業界全体での退職金制度です。

　詳しいことは、建退共茨城県支部へお問い

合わせください。

問 独立行政法人　勤労者退職員共済機構
　建退共茨城県支部　☎ 029-225-0095 

知っていますか？建退共制度



いつでも　どこでも　いつまでも

親しむことのできる生涯スポーツ社会の実現

市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会主

催による体験講座です。

○健康体操（シルバーリハビリ体操等）

＜９／２３.１０/２８.１１/２５.１２/２３＞

月１回：第4週木曜日　午後2時～3時 30分

○太極拳

＜９/２６.１０/２４.１１/２８.１２/２６＞

月１回：第4週日曜日　午後2時～3時 30分

場　　所　白帆の湯

対　　象　こども～大人

人　　数　２０名

料　　金　会費　１回３００円（入湯料は別途）

申込方法　電話にてスポーツ振興課（北浦運動

　　　　　場内）まで

申込締切　９月２１日（火）

※詳細につきましては、電話にてお問い合わせ

ください。

問・申 スポーツ振興課（北浦運動場内）　　　　

　〒311-1704　行方市山田2175

　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX  ０２９１－３５－３８５４

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 10月 2日（土）13：30 ～

守谷市国際交流研修センター（守谷市）

② 10月 3日（日）11：００～

さしま少年自然の家（境町）

③ 10月 9日（土）13：30 ～

パークスガーデンプレイス（笠間市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

婚活ナビ☆パーティー情報☆

　いばらき出会いサポートセンターの開催
するパーティーの予定です。お申し込み、
お問い合わせは下記まで。

9/11（土）レッツクッキング！！
時　　間　14：00～ 17：00
場　　所　中川学園調理技術専門学校（水戸市）
対 象 者　40歳代の独身者
募集開始　8/11（水）

9/12（日）ロケ地巡り&ティーパーティー
時　　間　10：00～ 14：00
場　　所　高萩市内ロケ地（高萩市）
対 象 者　30歳以上の独身者
募集開始　8/12（木）

9/17（金）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00～ 21：00
場　　所　クリスタルパレス（ひたちなか市）
対 象 者　年齢フリーの独身者
募集開始　8/19（木）

9/25（土）素敵な予感！ふれあいパーティー
　イーアスで素敵なグッズをGETせよ！
時　　間　15：00～ 18：00
場　　所　イーアスホール（つくば市）
対 象 者　25歳 ～
35 歳の独身者
募集開始　8/24（火）

電話・メールにて
　お申込みください。

問・申 いばらき出会い
　　  サポートセンター
　☎ ０２９－２２４－８８８８
　 URL：http://ibccnet.com/
　携帯 URL：http://ccworld.jp/ibaraki-dsc/

素敵なパートナーと
美味しいおいもをＧＥＴしよう♪

～掘ったおいもはお土産に～

畑で婚活 in なめがた

さつまいも掘り、フルーツトマト狩り、バー

ベキュー交流会

期　　日　10月9日（土）

時　　間　１０：００～１６：００

応募資格　４５歳以下の独身者

人　　数　男女各２５名

場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

料　　金　男性３，０００円、女性１，０００円

申込締切　９月22日（水）

※詳細は婚活ナビ欄にあるいばらき出会い

　サポートセンターＨＰをご覧ください。

※応募多数の場合は抽選を行います。

※雨天時内容が変更になる場合があります。

問・申 行方市農業振興センター
☎ ０２９１－35－3114     FAX  0291－35－2826

第 2弾『さつまいも堀り』

各種スポーツ大会・教室参加者募集各種スポーツ大会・教室参加者募集

　　　　問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）　〒311-1704　行方市山田2175

　　　　　　　　　　　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX  ０２９１－３５－３８５４

○秋季バドミントン大会○

種　　目　男子ダブルス（上級・中級・初級）

　　　　　女子ダブルス（上級・中級・初級）

期　　日　１０月３日（日）　　　　

時　　間　午前8：30～受付　9：00 開会式

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、　

　　　　　又は市内クラブで活動されている

　　　　　方。近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　一組　１，０００円

※参加料は当日各チーム（クラブ）ごとに一括し

てお支払いください。

申込方法　北浦運動場体育館に申込用紙を用

　　　　　意します。Fax・もしくは体育館まで

　　　　　直接お申し込みください。

申込締切　９月１９日（日）

※エントリーは自己申告制ですので、各チーム

の代表者の方が責任を持ってお申し込みくださ

い。③高校生は３年生がＡクラス、１・２年生

はレベルに応じてエントリーをお願いします。④

メンバー変更は当日受付時申し出てください、

棄権のないようお願いいたします。参加料は棄

権してもお支払いください。

○第９回市民テニス大会○

期　　日　９月２６日（日）

　　　　　※雨天時１０月３日（日）

時　　間　午前９時集合受付

対　　象　市内在住在勤する方、若しくは市内

　　　　　のクラブ等に所属している方

場　　所　北浦運動場テニスコート

料　　金　１人５００円（当日徴収）

申込方法　住所・氏名・連絡先・勤務先所属

　　　　　クラブ等をＴＥＬまたはＦＡＸにて下

　　　　　記までご連絡ください。なお、当日

　　　　　のお申込も受け付けますので奮って

　　　　　ご参加ください。

種　　目　男子ダブルス　女子ダブルス

　　　　　男子シングルス　女子シングルス

試合方法　ブロックリーグ、決勝トーナメント（予定）

　　　　　６ゲームマッチ（当日抽選）

※鹿行スポレク祭の選手選考対象の大会です。

○第10回市民ゴルフ大会○

期　　日　１０月２７日(水 )

時　　間　スタート時間 ８時～

※スタート時間の３０分前には受付を済ませて

ください。

応募資格　市内在住在勤する方

人　　数　先着２００名（５０組）

場　　所　セントラルゴルフクラブ

　　　　　西コース（TEL0299-72-1155）

料　　金　参加料　３，０００円

プレー料金　ビジター ７，５００円

　　　　　（乗用セルフ・昼食付）

※上記の料金はセルフ料金となっております。

キャディ付プレーをご希望の方は，別途 3,000

円が上記料金に加算されます。

申込方法　氏名・住所・電話番号・生年月日、

　　　　　を電話または FAXにてお申し込み

　　　　　ください。

申込締切　９月１日（水）～１０月７日（木）

競技方法　１８ホールストロークプレー。　

　　　　　新ペリア方式

　花の地産地消はい

かがでしょうか。

　行方市花生産組合

では、行方市産の花

PRを兼ねてフラワーア

レンジ・寄せ植え教室

を開催します。花栽培

のプロから学べる機会です。ぜひ、ご参加くだ

さい！！

※初心者・親子での参加も大歓迎です。

期　　日　寄せ植え：10月23日 (土 )

　　　　　アレンジ：　　　11月27日　　　( 土 )

時　　間　午後2時から

人　　数　各20組（先着順）

場　　所　寄せ植え：玉造農村環境改善センター

　　　　　アレンジ：麻生公民館

料　　金　各1,000円

申込方法　電話、FAX（住所・氏名・電話番号・

　　　　　年齢・参加教室名を記載）にてお

　　　　　申し込みください。

申込締切　9月30日（木）

問・申 行方市花生産組合（事務局農林水産課）　

　　☎ 0291-35-2111   FAX  0291-35-3258

フラワーアレンジ
寄せ植え教室参加者募集

募　　集

　ジョブカフェいばらきでは、フ

リーター等の若者を対象とした就

職支援セミナー「就職カレッジ」

を開催します。

日　時　10月14日・15日・21日・22日・28日

　　　　午前9時 30分～午後4時 30分

会　場　いばらき就職・生活総合支援センター

　　　　（水戸市三の丸１‐7‐４１）

対象者　15歳～34歳の求職者、

　　　　全日程５日間参加できる方

問 特定非営利活動法人　雇用人材協会
　☎　029-300-1738 

「就職カレッジ」を開催します

申込者住所・氏名
（２名申し込みの際は代
表者の住所・氏名）

〒 311-1704
行方市山田 2175
行方市体育協会事務局

（白紙）

参加申込者住所・氏名・
年齢・性別・電話番号
（２名まで申し込みできます）

★往信　表 ☆復信　裏

☆復信　表 ★往信　裏

○秋の日帰り登山参加者募集○

期　　日　１０月８日(金 )

対　　象　市内に住所を有する者

人　　数　４０名

場　　所　猫魔ヶ岳（福島県）

料　　金　１名　３，０００円

申込方法　必ず往復はがきで申し込み、１枚で

　　　　　２名までとします。

申込締切　９月１８日（土）　必着

※参加申し込み人数が募集人員を超えた場合

は、抽選となります。※出発時間及び乗車場所

等の詳細については、参加者に後日連絡いたし

ます。※参加申込みによる個人情報は目的以外

には使用しません。※体力・健康に不安のある

方は、ご遠慮願います。

総合型地域スポーツクラブ
体験講座


